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HOW DO WE KNOW IF AN ANIMAL IS 
HAPPY? 

 
WELFARE PLANNING AND ASSESSMENT 

IN ZOOS 

飼育動物福祉計画  COLLECTION WELFARE 
PLANNING 
 資源はどの動物園でも限られています – 空間、資金、専門知識 
 Resources are limited for all zoos – space finances, expertise.  
 ここでいうCOLLECTIONとはその動物園／水族館の持つ全ての動物を指す 
 A COLLECTION refers to all the animals in a zoo or aquarium 
 計画は、動物園がどの動物を保持すべき/できるかを決定します。飼育における
種や個体のニーズに対応。 

 A PLAN decides what animals the zoo should/can hold. Address the needs of 
the species and individuals in their care 

 保全と福祉の両方の目標に体系的なアプローチを提供 – 保持する種の正当化 
 Provides a systematic approach to both conservation and welfare targets  - 

justifies species held 
 施設が国家基準を満たし、保全、公的教育、研究、資金調達/資金援助を支
援する保証を提供 

 Provides assurance that an institution is meeting national standards and 
supports conservation, public education, research, fund raising/financial 
support.  

 
地域計画に供給できる Can feed into a regional plan  

飼育動物福祉計画 COLLECTION WELFARE 
PLANNING  

• 身体的および心理的に健康な環境の両方で種を維持する能力 
• Ability to maintain the species in both a physically and psychologically healthy environment  

• 展示の適合性（気候的考慮を含む） 
• Exhibit suitability (may include climatic considerations)  

• 野生での状況/動物園や水族館における状況 
• Status in the wild /status in zoos and aquariums  

• 協調管理プログラムの存在 
• Existence of cooperative management programs  

• 教育的価値 
• Education value  

• 飼育管理やその他の研究の必要性 
• Need for husbandry and other research  

• 各施設の使命とビジョンに特有のその他の問題 
• Any other issues specific to your institution's mission and vision. 

飼育動物福祉計画 COLLECTION WELFARE 
PLANNING 

施設基準に概説されている動物の身体的、社会的、心理的、栄養的ニーズを確実に満た
すことができるかどうかを確認するのに役立ちます 
Helps identify if a facility can definitely cater for the animals physical, social, psychological and 
nutritional needs outlined within the standard. 

 
これらの質問のうち1つでも回答が「いいえ」の場合は、 
展示動物として、別の種を選択する必要があります。 

If the answer to any ONE of these questions is NO, then another species should be selected for display.  

WELFARE  PLANNING 
AND NEW EXHIBITS  

 

Good enclosure designs  

• design around the space you already have 

• Identify available resources appropriate for 

that species 

• Create immersive environments 

• Factor in on-going costs  

• Exhibits that benefit both the animal’s 

welfare and provides an exciting visitor 

experience 

  
  

EXTERNAL 
Assessment 

INTERNAL 
Assessment  

GOOD 
WELFARE 

ZOO ASSESSMENTS  
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あなたの施設での動物飼育の中で、動物の福祉を測定で
きることが重要です。 福祉を測定することで、負、中立、正
の福祉状態が検出され、それらの変化が監視され管理さ
れるようになります。 
It is important to be able to measure an animal’s welfare within 
your care.  Measuring welfare allows for negative, neutral and 
positive welfare states to be detected and changes in them to be 
monitored and managed 
 

動物ベースの測定には、さまざまな評価手法が含まれてい
ます。 
Animal based measures can include a number of different 
assessment techniques.  
 

福祉評価には、行動、健康、臨床指標を組み込むべきで
す。 
Welfare assessments should incorporate behavioural, health and 
clinical indicators;

  

  

定期的な動物評価  REGULAR ANIMAL ASSESSMENTS  ANIMAL ASSESSMENTS  

ANIMAL WELFARE 

MENTAL STATE…IS 
the animal happy, 
content, experience 
positive feelings? 

PHYSICAL STATE…IS 
healthy, free from 
injury and pain free? 

NATURALNESS…can the 
animal life a natural life 
within the environment it 
is provided? 

HEALTH CHECKS 

BEHAVIOURAL CHECKS 

ENCLOSURE CHECKS 

チェックリスト - 全飼育個体基本データ 
CHECKLISTS – WHOLE COLLECTION BASELINE DATA 

獣医ケア Veterinary Care 
動物管理 Animal Management 
行動と精神的健康 
  Behaviour and Mental Health 
食品と食品衛生 
  Food and Food Hygiene 
動物の記録 Animal Records 
飼育施設とバリア Enclosures and Barriers 
来園者、動物ふれあいとトレーニング 
  Visitors, Animal Contact & Training 
取引と輸送 Transactions and Transport 
健康と安全 Health & Safety 
物理的な施設 Physical Facilities 
人員 Personnel  

禁止行為 
Prohibited Practices 

評価は、禁止された行為が起こってい
ないことを確実にしなければなりません 

An assessment should ensure 
prohibited practices are not 

happening 
 

倫理委員会は、最高の行動方針を 
評価し決定することができます 

Ethical Committees can evaluate 
and decide on best course of action 

 領域１ 栄養 Domain 1 – Nutrition 
 領域２ 環境 Domain 2 – Environment 
 領域３ 健康 Domain 3 – Health 
 領域４ 行動 Domain 4 -  Behaviour 
 領域５ 精神状態 Domain 5 – Mental State 
 その他 Miscellaneous:   
           動物の記録 Animal Records 
                                健康と安全 Health and Safety 
                                物理的施設 Physical facilities 
                                人員 Personnel 

• 動物福祉における最新のモデルとフレームワークを使用し
て、基準に基づき評価する。 

• Assess against a standard using the most up to date models and 
frameworks in animal welfare   

• 禁止行為を含む 
• Includes Prohibited Practices 

• 5つの領域に分けられる質問とその他 
• Questions divided between the 5 Domains and a Miscellaneous 

section: 

凡例 Key: 

得点は0～2です。 Scoring is from 0-2.  
0 =基準が満たされていない      0 = parameter not being met 
1 =基準が部分的に満たされている  1= parameter being partially met 
2 =基準が満たされている        2 = parameter is met 
各セクションの最後に、スコアを合計して平均を算出します。得点の数値によりガイダンスを提
供することができる。監視と評価のための勧告を含む、日付と観察を記録します。 
At the end of each section, scores are added to identify an average.  Score can provide 
guidance on quantitative measures. Record date and observations, including 
recommendations for monitoring and evaluation.  

領域1 栄養 
 Domain 1 – Nutrition 

領域2 環境 
 Domain 2 – Environment 

領域3 健康 
 Domain 3 – Health 

領域4 行動 
 Domain 4 -  Behaviour 

動物飼育/スタッフ能力 
 Animal Care/Staff Competency 

• 協会や施設の評価プロセスから派生したもの 
• Is derived from association and institutional 

assessment processes 
• 飼育施設専用に設計されています - 詳細な解
析 

• Designed for enclosures only – more detailed 
analysis 

• 特定の種情報を提供する 
• Provides specific species information 
• 4つの物理領域と動物ケア/スタッフ能力のセク
ションに分かれた17の質問チェックリスト 

• 17 question checklist divided between the 4 
Physical Domains and a Animal Care/Staff 
Competency section 
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チェックリスト～飼育施設データ CHECKLISTS – ENCLOSURE 
DATA 

 
                          

• 環境 
Environment 

• 栄養 Nutrition 
• 健康 Health 
• 行動 Behaviour 
• アニマルケア 
     Animal Care 

環境(物理）スコア Environment (Physical)  Scor
e 

 飼育施設内の運動デザインは常に、よじ登り、飛ぶ、ジャンプ、休息、泳ぎなど動物にとって適
切な運動行動を提供している Enclosure physical design allows for species appropriate 
movement behaviours at all times, including vertical climbing, flight, jumping, perching 
and swimming 

 飼育施設内の運動施設は常に、穴掘り、探索、水浴び、枝わたり、営巣とそのための巣材な
ど動物にとって適切で見返りのある行動を提供しているEnclosure physical infrastructure 
allows for species appropriate and rewarding behaviours at all times, including digging, 
foraging, bathing, brachiating, nesting/bedding materials 

 飼育施設内のスペースは常に、動物にとって適切な社会的機会や単独で過ごす機会を提供
している Enclosure space allows for species appropriate social interaction including 
social and solitary opportunities at all times.  

 飼育施設は常に、動物にとって安全に思えて、観客の目線や外部の騒音から隠れることを可
能にしている Enclosure allows for animals to feel secure and able to hide from the 
viewing public and external noises at all times.  

 飼育施設は常に、それぞれの動物種にとって必要な要件に適した様々な天候や湿度範囲を
提供している。必要に応じてUVA/UVBライトへのアクセスが可能である Enclosure provides 
varied climate and humidity range appropriate to specific species requirements at all 
times. Access to UVA/UVB light is available if required. 

 環境の空間とデザインは、追っかけ、漁、穴掘り、群れ採食や個食を含む動物にとって適切な
採食行動を提供している environment space and design allows for species appropriate 
feeding behaviours, including stalking, foraging, digging, social and solitary eating 

Environment (Social) 

 個々の動物は常に、その種にとって適切な社会的場面に保たれ、個々の動物自身で選択が
可能である Individuals are kept in appropriate social settings for that species at all times 
and can choose 

観察内容と勧告Observations and Recommendations:  
 

重要 
評価の方法論は 
合格/不合格 
ではありません 

 
IMPORTANT 

Methodology is 
not PASS/FAIL 

チェックリスト 飼育施設データ CHECKLISTS – ENCLOSURE 
DATA 
環境 Environment 
• 飼育施設の設計とスペース（垂直および床
面積を含む） 

• Enclosure Design & Space (includes vertical and 
floor space) 

• 種特異的物理インフラ（床材を含む） 
• Species Specific Physical Infrastructure (includes 

substrate) 

• シェルター+衛生および環境騒音の質 
• Shelter + Hygiene and Environmental noise 

quality 

•  社会的相互作用のためのスペース 
• Space for Social Interactions 
• 適切な温度・湿度 
• Appropriate Temperature and Humidity  
• 給餌のための適切なデザイン 
• Appropriate design for feeding 

 
                          

栄養 Nutrition 
• 給餌 Feeding 
• 水 Water 
健康 Health 
• 体調 Body Condition 
• 傷害 Injuries 
行動 Behaviour 
• 行動 Behaviours  
• エンリッチメント Enrichment 
• 正の行動 Positive Behaviours 
動物飼育 Animal Care 
• モニタリング Monitoring 
• 知識 Knowledge 
• 提供される健康管理 
  Health Care Provided 

凡例 Key: 

得点は0～2です。 Scoring is from 0-2.  
0 =基準が満たされていない      0 = parameter not being met 
1 =基準が部分的に満たされている  1= parameter being partially met 
2 =基準が満たされている        2 = parameter is met 
各セクションの最後に、スコアを合計して平均を算出します。得点の数値によりガイダンスを提
供することができる。監視と評価のための勧告を含む、日付と観察を記録します。 
At the end of each section, scores are added to identify an average.  Score can provide 
guidance on quantitative measures. Record date and observations, including 
recommendations for monitoring and evaluation.  

単純行動観察   SIMPLE BEHAVIOURAL OBSERVATIONS  

 
飼育員は、定期的なデータを記録し、記録を保持し、異常な行動や病気を報告するために、毎日の観察を実施します。 
Keepers can carry out daily observations to help record regular data, keep records and report abnormal behaviours or ill 
health.  
 
毎日の行動観察評価には以下が含まれます： 
A Daily Behavioural Observation Assessment can include: 

• 正常/自然行動の表現    Expression of normal/natural behaviours  
• それらの行動の持続時間   The duration of those behaviours   
 
 

エソグラム（行動目録）のデザイン DESIGNING AN ETHOGRAM 

エソグラムは動物の行動観察を記録するのに有用なツールで、種特異的な行動のリストです。 
特定の行動がどのくらい頻繁に観察されているか、どのような強さなのかを記録することができます。 
An ethogram is a useful tool to record behavioural observations in animals.  
It is a list of species-specific behaviours.  
It will allow you to record how often certain behaviours are being observed and to what intensity 
 

•動作   

•BEHAVIOUR 

•解説   

•DESCRIBTION 

•観測（記録時間/日） 

• OBSERVATION (Record Time/Day) 

Regular 
Consistent 
Recorded 

定期的な 
一貫性のある 

記録 

単純な健康観察 SIMPLE HEALTH  OBSERVATIONS  
 

日常的な健康状態の評価 Daily Health Observation Assessment 
 
• 動物の健康状態 
• The physical condition of an animal; 

• 外傷、痛みおよび苦痛の有無または証拠 
• absence or evidence of disease, trauma, pain and distress; 

• 成長、繁殖、生殖および平均寿命の正常または異常レベル 
• normal or abnormal levels of growth, development, reproduction and life expectancy; 

• 新規または予期しない刺激に適切にまたは否定的に反応する動物 
• An animal that reacts appropriately or negatively to new or unexpected stimuli. 
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臨床福祉測定 
CLINICAL WELFARE MEASURES 
 

獣医検査は肉体的および精神的健康の両方を測定す
るために重要です。 
Veterinary checks are important to measure both the physical 
and mental health.   

 

獣医師は、獣医師のチェックに起因するストレスを最小限
に抑えるために、経験を積んでいなければなりません。 
Veterinary staff MUST be experienced to minimise any stress 
caused by a veterinary check.  

 
臨床的評価には、コルチゾールレベル、疾患有病率およ
び繁殖状態指標が含まれます。 
Clinical assessment can include cortisol levels, disease 
prevalence and reproductive status indicators   

 
 

 

結果基づいて行う評価   OUTCOME BASED ASSESSMENTS 
 
焦点は、規定された基準と可視化される負の痛み、恐怖、ストレスで、折り合いを見つけることです 
The focus has been on prescribed standards and visible negative pain, fear, stress, it is finding that 
balance 

動物からのポジティブな目標指向の行動 
Positive goal-directed behaviours from the animals.  

 
 事前措置     PRESCRIBED MEASURES                                Vs.          結果ベースの処置    OUTCOME BASED MEASURES  

 

Next Generation Design embraces animal 
behaviours to create immersive enclosures 
that are designed around the needs of the 
animals. 

重要！ 
IMPORTANT! – 
 

その日一日が終われば、
動物福祉がそこで終わる
というものではない。 
Animal Welfare  does not 
stop at the end of the day! 

 
夜間/屋内エリアは、一般
公開エリアと同様に設計
する必要があります。 
Night quarters/indoor areas 
need to be designed in a 
similar manner to the 
outside public display areas. 

 
  

重要！ 
IMPORTANT! – 
 
良い環境とは、自然に見え
る環境ではなく、自然でポジ
ティブな行動を促進する環
境 
A good environment is not an 
environment that looks natural 
but one that promotes natural 
and positive behaviours 

 
  

兆候を誤って解釈したり、
不十分な福祉の事例を
完全に見逃したりするの
は簡単に起こり得ます。 
It is still easy either to 
misinterpret the signs seen 
or to miss cases of poor 
welfare altogether.

しかし... 
福祉評価を提供するためには、
種の生理的および行動的ニー
ズへのアクセスと知識を必要とし
ます。 
But…to provide a welfare 
assessment requires access to and 
knowledge of species specific 
physiological and behavioural 
needs 
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SUMMING UP. . . . 
. 

 Welfare planning is essential in any good zoo 

 Designing an enclosure for good animal welfare is important 

 External and Internal assessment supports good welfare 

 Assessing animal welfare includes behavioural, health and 

enclosure assessments  

 Regular assessment can help provide information on the the 

whole zoo, specific animals and enclosures. 

飼育施設デザインシナリオ ENCLOSURE DESIGN  
SCENARIO 
次から1種を選んでください Choose one of these species:  

1) アジアゾウ      Asian Elephant   

2) スマトラトラ   Sumatran Tiger  

 

飼育施設の 10個のキーデザイン条件リスト 

LIST 10 KEY design requirements of the enclosure.  

 

なぜこれらの設計要件がこの種にとって重要であったかをメモ 

NOTE why these design requirements were important for this species 

 

測量値は記載しないでください！ 

DO NOT include measurements! 

 

考察 Considerations 
 
• どの視点から飼育施設デザインを検討する必要
がありますか？ 

• What different aspects of an enclosure design 
needs to be considered? 

 
• どうすればその種に何が必要かわかりますか？ 
•  How do we know what is important to the 

species? 

 
• 環境を通してそれらの行動をどのように提供する
ことができますか？ 

• How can you provide for those behaviours 
through the environment? 

 
• あなたは何の障壁/限界に遭遇しましたか？ 
• What barriers/limitations did you come across? 

QUESTIONS
? 
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